+13-11_Click that image.txt
・Click that image
Good work! Now you know how to add images to your website. But
what if you want to click on that image to lead you somewhere else?
The <a> tag is the one used to make hyperlinks (or just links) on
webpages. These are the words or images you click to go to a new page!
Just like <img>, <a> has an attribute that tells the link where to go.
Instead of src, <a> uses href, like so:
<a href="http://www.codecademy.com">Learn to code!</a>
src stands for "source." It tells the <img> link where the picture comes
from!
href stands for "hypertext reference." Remember when we said that
hypertext (that is, links) is text you can click on? Well, href tells that link
where to go! The text after href is the web address, and the text
between <a> and </a> is the text you click on.

Instructions
Here's how to turn an image into a link: put a <a href="URL"> tag
before your <img> tag and a </a> tag after them. In the quotes after
href=, put in your favorite website address!

Hint
Make sure you put in a full web address, like "http://www.google.com".
Oh yeah—make sure to put the address in quotes!
Your code should look something like this:
<a href="LINK url"><img src="IMAGE url" /></a>
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Try making one image link to "http://codecademy.com" and then click
on it to see the link in action. If you use another URL there is a chance
that clicking on it won't work because of security settings on the website!

○まとめ＆補足
・画像のクリックで、リンクする
上出来ですね、、さて、あなたは、画像(image)を、Webページに加えるやり方は覚えました
ね。
でも、前回で使った画像 をクリックして、違うページに リンク(link)する ということを、やりたいと
きはどうしたらいいと思いますか？
そんな時は、
<a>タグ
を使いましょう！
文章/ことば や、画像 のクリックで、リンクが出来るようになります。
<img>タグのように、
<a>タグも、
どこに ⾏くべきか/リンクすべきか
を、教えてくれる
属性(attribute)
というものを、持っています。
<img>タグにおいて、
src="・・・"
とやったように、
<a>タグでは、
href="・・・"
とやりましょう！
こんな風にです。
<a href="http://www.codecademy.com">Learn to code!</a>
src
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は、
ソース/源/情報源(source)
のことで、
画像/絵 がある場所
を、示します。
href
は、
ハイパーテキスト の参照/が示すところ（hypertext reference）
/ "h"ypertext "ref"erence
のことです。
ハイパーテキスト(hypertext)とは、
前にやりましたが、
リンクできる、文章/ことば のことでしたね。
その⽂章や⾔葉をクリックすることによって、リンクできるわけです。
つまり、href は、
どこにリンク先があるか
を、示しているわけです。
href=
の後ろ
"〜"
には、
リンクしたい 場所/Web上の住所
を書きましょう。
<a>と</a>の間
には、
リンク先を持った
クリックすべき
、
文章/ことば
が来ます。
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Instructions: あなたへのミッション
============================================
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<img src="http ・・・ /f3a16fb6.jpg" />
<img src="http ・・・ /ninja_zpsa5dbe37a.jpg" />
</body>
</html>
============================================
あなたがやるべきは、
画像をクリックして、リンクさせること
です。
やり方です:
1. <img>タグの前に、<a href="URL/リンク先">を、置きます。
2. <img>タグの後ろに、</a>を、置きます。
href=
のあとの、
"〜"
へ、書きこむアドレスは、
あなたが好きなWebサイトでOKです。

Hint:
省略してはいけません。
"http://www.google.com"
のように、フルアドレスで、書きます。
www.goolge.com
のように、書いては、ダメです。
おーいぇ〜、、、引⽤符（"〜"）で、囲むのも、もちろんお忘れなく！
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あなたのコードは、こんな風になるはずです。
<a href="リンク先"><img src="画像のあるところ" /></a>
一方の 画像を使って、
"http://codecademy.com"
へ、リンクさせてみましょう。
そして、クリックして、リンクされるのを確かめてください。
（ひょっとしたら、他のアドレスを使うと、セキュリティの関係で、うまくリンクできないことがあるかも
しれません。）
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